
区分 募集人数 勤務内容 資格 報酬・賃金 雇用期間 勤務時間 勤務場所 待遇 提出書類 提出期限 申込・問

市民総合窓口課 1人 一般事務(窓口・電話対応を含む) ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり) 　　平日勤務、8時30分～17時15分 市民総合窓口室 履歴書 2/15(木) 市民総合窓口課

市民協働課
(コミュニティ
センター総和)

1人 一般事務、施設管理業務(パソコン操作あり) ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり)

　　週3日
　　(土・日曜日、祝日の勤務あり)
　　9時～17時

コミュニティセンター
総和(下辺見2401) 履歴書 2/23(金) 市民協働課

障がい福祉課 1人 一般事務(窓口・電話対応を含む) ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり)

　　平日勤務
　　8時30分～17時15分 障がい福祉課 履歴書 2/20(火) 障がい福祉課

℡92-4919

高齢福祉課 1人 一般事務(窓口・電話対応を含む) ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり)

　　平日勤務
　　8時30分～17時15分 高齢福祉課 履歴書 2/16(金) 高齢福祉課

℡92-5838
高齢福祉課
(介護予防事業) 1人 介護予防事業業務(窓口・電話対応を含む) 保健師または看護師 時間給1,320円 4/1～9/30

(更新の場合あり)
　　平日勤務
　　8時30分～17時15分 高齢福祉課 ①履歴書

②免許の写し
2/16(金) 高齢福祉課

℡92-5838

健康づくり課 2人 一般事務(窓口・電話対応を含む)
健診補助業務 ー 時間給830円 4/1～9/30

(更新の場合あり)
　　平日勤務
　　8時30分～17時15分

健康づくり課
（古河・総和・三和地
区の事業会場あり）

履歴書

2/13(火)
～23(金) 健康づくり課

℡48-6883

1人 一般事務(窓口・電話対応を含む) 　　月4～5日、事業に必要な時間

保健師・看護師 3人 各種保健事業、窓口・電話対応等 保健師または看護師 時間給1,320円
4/1～9/30
うち1人は5/1～9/30
(更新の場合あり)

　　平日勤務
　　8時30分～17時15分 ①履歴書

②免許の写し
5～6人 各種保健事業(乳幼児健診・相談等)

4/1～9/30
(更新の場合あり)

　　月6～8日、事業に必要な時間
歯科衛生士 5～6人 歯科検診の介助(乳幼児等)、健康教育 歯科衛生士 時間給1,050円 　　月3～4日、事業に必要な時間

①履歴書
②免許・資格証の写し

保育士 2人 親子教室での遊びと生活指導の補助 保育士 時間給1,200円
　　月4～5日、事業に必要な時間

助産師 1～2人 母子保健コーディネーター
(妊産婦の相談・訪問等) 助産師 時間給1,320円

篆刻美術館
古河街角美術館 4人 受け付け、案内、物品の販売、資料整理等

(パソコン操作あり) ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり)

　　週3日程度
　　(土・日曜日、祝日の勤務あり)
　　9時～17時

篆刻美術館、古河街角
美術館

①応募用紙
　(古河街角美術館にあります)
②履歴書

2/20(火)
16時30分

古河街角美術館
中央町2-6-60
℡22-5911

古河歴史博物館
古河文学館 2人 受け付け、展示解説、物品の販売、資料整理

等(パソコン操作あり) ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり)

　　週3日程度
　　(土・日曜日、祝日の勤務あり)
　　9時～17時

古河歴史博物館、古河
文学館

①応募用紙
　(古河歴史博物館にあります)
②履歴書

2/20(火)
16時30分

古河歴史博物館
中央町3-10-56
℡22-5211

平成30年度
■非常勤職員

区分 募集人数 勤務内容 資格 報酬・賃金 雇用期間 勤務時間 勤務場所 待遇 提出書類 提出期限 申込・問
防災交通課
(交通安全指導員) 1人 交通安全教室、交通安全パトロールなど

交通安全啓発全般の業務 ー 月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　月・火・木・金曜日(週4日)
　　8時30分～17時15分 防災交通課 履歴書 2/9(金) 防災交通課

職員課
(障がいのある人
対象)

2人
一般事務の補助
(パソコン操作ができ、介助なしに職務
の遂行および通勤が可能であること)

障害者手帳・身体障害者手
帳・精神障害者保健福祉手
帳のいずれかを所持

月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　月～金曜日のうち週4日
　　8時30分～17時15分

古河庁舎・健康の駅の
いずれか

①履歴書
②手帳の写し

2/23(金) 職員課

古河庁舎
市民総合窓口室 1人 パスポート申請受け付け・交付事務、

一般事務(窓口・電話応対を含む) ー 月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　月～金曜日のうち週4日
　　8時30分～17時15分 市民総合窓口室 履歴書 2/13(火) 市民総合窓口室

環境施設管理室
(古河クリーンセン
ター)

1人 ごみの台
だい

貫
かん

業務(窓口・電話対応・パソ
コン入力)、一般事務、屋外作業等 普通自動車運転免許(MT) 月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31

(更新の場合あり)
　　月～金曜日のうち週4日(祝日の勤
　　務あり)、8時30分～17時15分 環境施設管理室 履歴書

2/22(木)
16時

環境施設管理室
牧野地768-1
℡22-6353

介護保険課
(介護認定調査員) 2人程度

市内外の対象者の家や施設等を訪問し、
介護保険制度における認定のための調査
と記録作成

保健・福祉・医療のいずれ
かの資格
(都道府県主催の認定調査員
新規研修履修者・平成30年
度の研修を受講できる人)

月額給17万7,600円
4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　月～金曜日のうち週4日
　　8時30分～17時15分

介護保険課 ①履歴書
②資格証の写し

2/15(木) 介護保険課
　　平日勤務、9時～16時月額給16万6,500円

保健師 1人 各種保健事業、窓口・電話対応等 保健師
月額給16万6,500円

4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　平日勤務、9時～16時
健康づくり課

（古河・総和・三和地区の
事業会場あり）

①履歴書
②免許・資格証の写し

2/13(火)
～23(金) 健康づくり課

℡48-6883
助産師 1人 母子保健コーディネーター

(妊産婦の相談・訪問等) 助産師

保育士 2人 発達に遅れや偏りのある児童に対する
指導・訓練等 保育士 月額給16万1,500円 　　月～金曜日のうち週4日

　　8時30分～17時15分
児童発達支援センターぐる
んぱ( 健康づくり課内)相談支援専門員 1人 発達が気になる児童の相談支援

サービス等利用計画の作成等 相談支援専門員 月額給17万7,600円

子ども福祉課 5人 一般事務(窓口・電話対応を含む) ー 月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　月～金曜日のうち週4日
　　8時30分～17時15分 子ども福祉課 履歴書 2/28(水) 子ども福祉課

古河福祉の森診療所 1人 医療事務
(窓口・電話対応、受け付け等を含む) 医療事務 月額給15万2,600円 4/1～H31.3/31

(更新の場合あり)
　　月～金曜日のうち週4日
　　8時30分～17時15分 古河福祉の森診療所 ①履歴書

②技能認定証の写し
2/21(水) 古河福祉の森診療所

℡48-6521
教育総務課
(セミナーハウス
誠心館管理人)

2人
セミナーハウス誠心館の維持・管理(屋
内外の清掃、除草作業を含む)、利用受
け付け等

ー 月額給9万6,000円 4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　日～土曜日のうち原則週3日
　　(月曜日を除く)
　　8時30分～17時15分

セミナーハウス誠心館
(総和中学校敷地内) 履歴書 2/16(金) 教育総務課

施設管理課
(公民館等) 9人 一般事務、窓口事務(窓口・電話対応・

講座企画・貸館業務・図書業務) ー 月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　日～土曜日の
　　うち週4日

8時30分～17時15分 施設管理課内施設
(公民館等)

履歴書
※履歴書に「公民館(また
は図書館)志望」と明記。
※併願不可。

2/16(金) 施設管理課
施設管理課
(図書館) 1人 図書業務(窓口・一般事務) 8時30分～19時15分

のうち7時間45分
古河図書館・三和図書館の
いずれか

三和資料館 1人 資料整理、資料目録作成、一般事務補助、
展示補助等(パソコン操作あり) ー 月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31

(更新の場合あり)
　　日～土曜日のうち週4日(祝日の勤
　　務あり)、9時30分～18時15分(8時
　　30分～17時15分の場合あり)

三和資料館
①応募用紙
　(三和資料館にあります)
②履歴書

2/11(日)
17時30分

三和資料館
仁連2042-1
℡75-1511

■臨時職員

【待遇の見方】　
…通勤費　　 …社会保険
…雇用保険　 …有給休暇

　非常勤職員・臨時職員の募集
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